SHOP LIST

アイコンの見方について
アレルギー表示について
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38-1836
38-1878
38-1623
38-1892
38-1810
47-8287
86-7220
38-1883
86-7102
86-7710
38-1686
86-7222
38-1841
38-1617
38-1230
54-8755
86-7125
21-7502
38-1630
33-2422

１Ｆ

澤光青果
魚の山金
浜作
タカギフーズ
成城石井
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
パティガーデン
菓匠 清閑院
和菓子 菜の花
鵠沼しみず
治一郎
フランス風創作菓子 レ・シュー
フランセ
鎌倉ニュージャーマン
横濱文明堂
鎌倉小川軒
京都・宇治式部郷
ロクメイカン
メリーチョコレート
浅草梅園

ショップ名

湘 南 マル シェ

湘 南 マル シェ

TEL
１Ｆ

１Ｆ

ショップ名

曽我乃正栄堂
銀座コージーコーナー
フロ プレステージュ
湘南スイーツセレクション
鎌倉紅谷
崎陽軒
お漬物の丸越
ちがさき濱田屋
梅の花

86-5788
86-7170
38-1845
47-8086
53-8135
38-1210
38-1654
38-1880
53-9187

カルディコーヒーファーム
久世福商店
こだわりや
GODIVA
ルピシア

38-2422
86-7039
54-9261
38-1825
38-1817

プレンティーズ クレープ
しらす問屋 とびっちょ

86-7331
38-3188

※電話番号の市外局番は全て0466です。

テラスモール湘南限定 全国でここだけの販売商品

冷凍

配送料無料や送料込のギフト

冷蔵

送料無料

TEL

生鮮品等は冷蔵・冷凍にてお渡しいたします。
冷蔵・冷凍庫で保存し、冷蔵の場合は
お早めにお召し上がりください。

湘南マルシェのカタログでは、各商品ごとに「特定原材料」7品目を表示しております。詳細は各店舗にてご確認ください。
（食品衛生法で卵、乳、小麦、落花生、そば、えび、かにの表示が義務付けられています）

※本紙以外でも各店でギフトを扱っておりますので、
どうぞ各店へご来店ください。 ※本リーフレットに掲載している商品、価格は、2021年11月12日時点のものです。
※表示価格はすべて税込です。 ※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。

まずはアプリを
ダウンロード

テラスモール湘南の公式アプリ

アプリ
いつでもどこでも、最新情報を気軽にチェック。
あなたの手の中に、
テラスモール湘南の“今”が集まります。
ポイント1

ポイント2

ポイント3

ポイントが
貯まる、使える

ポイントカードと
連携してポイントの
共有ができます

最新情報を
いつでも
チェック

※Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 ※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

安全安心への取り組み
テラスモール湘南では、新型コロナウイルス感染防止措置として
次の対策を行っております。
□スタッフのマスク着用。手指消毒の徹底
□定期的な館内換気の実施
□多くのお客様が手を触れる箇所の消毒強化

※営業時間についてはテラスモール湘南公式ホームページより

□館内主要箇所へのアルコール消毒液の設置

※不定休。一部テナントの営業時間が異なる場合がございます。

□集中レジなどでの飛散防止シートの設置や待ち列の間隔設定

※周辺道路が混雑しますので、
ご来場の際には電車・バスなどの

ご確認をお願いします。

公共交通機関をご利用ください。

冬ギフト2021
WINTER SEASON GIFT CATALOGUE

湘南からおとどけする冬のおくりもの

食卓を彩る湘南グルメがここにあります。

湘南の「美味しい」を贈ります。
豊かな海と太陽の恵みが生む湘南の
「食」
を、
お世話になったあの人へ届けたい。
テラスモール湘南が、
皆様のそんな気持ちを応援します。
今年も湘南の
「美味しい」
を、
たくさん揃えてお届けします。

人気の「クルミッ子」をはじめ、上品な美味さの

人気No. 1の生チョコアイスを含む、厳選した

焼菓子3種の詰合せです。

茅ヶ崎ローカルアイス10個入のギフトです。
〈プレンティーズ クレープ〉

〈鎌倉紅谷〉

谷戸めぐり

1箱

3,240円（税込）

こだわりのおまかせアイスギフト

●内容：クルミッ子×8個、
あじさい×5枚、鎌倉だより×12枚
●お日持ち期間：製造から約70日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※各日数量限定のため、
なくなり次第終了となります。

1箱

3,860円（税込）

●内容：アイスクリーム10個
●特定原材料：卵、乳
※販売期間：販売中〜12/19（日）
※発送限定

とびっちょのしらすを味わい尽くす、まさにしらすづ
くしのセット！贈り物におすすめのギフトです。

冷凍

送料無料

〈しらす問屋 とびっちょ〉

しらすづくしセット

1箱

5,500円（税込）

●内容：冷凍釜揚げしらす(260g)×1個、冷凍生しらす(100g)×2個、たたみ
いわし小 判 ( 5 枚 入 ) × 1 個 、ちりめんじゃこ( 5 0 g ) × 1 個 、しらす生 姜
(130g)×1個、
しらすの佃煮(100g)×1個
●お日持ち期間：お届けから約14日間
●特定原材料：小麦、
えび、かに
※しらすはエビ・かにが混ざる漁法で採取しています。
※発送限定

冷凍

葉山牛は、神奈川県の三浦半島で飼育、生産された黒毛和種の総称。

柔らかな口当たりと爽やかな味わいの「純米吟醸 湘南」と、果実のような

全国で、
トップレベルの肉質、脂質に優れている牛肉です。

上品な香りとやわらかく滑らかな口当たりが特徴の「純米吟醸 熊澤」。

〈タカギフーズ〉

〈成城石井〉

葉山牛すき焼き用
（肩ロースorロース）
1箱

熊澤酒造 純米吟醸 湘南

20,000円（税込）

1本

●内容：肩ロース800gまたはロース800g
（部位は店頭にてご確認ください）
●お日持ち期間：製造から約4日間

〈成城石井〉

熊澤酒造 純米吟醸 熊澤

冷蔵

1本
▲湘南
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1,386円（税込）

●内容：純米吟醸 720ml

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。

▲熊澤

2,200円（税込）

材料を吟味して一つ一つ丁寧に心を込めて焼き上げたレシュー自慢の
焼菓子をご贈答用に詰合せたギフトです。
〈フランス風創作菓子 レ・シュー〉

由比ヶ浜

1箱

3,000円（税込）

●内容：鎌倉山の桜道×1個、かまくり×1個、
くまマドレーヌ
（メープル）×1個、マドレーヌ・レザン×1個、
天使の翼×1個、
フィナンシェカフェ×1個、
カンパーニュショコラ×1個、KENTO×5個、匠×3個
●お日持ち期間：販売から約20日間 ●特定原材料：卵、乳、小麦、落花生

●内容：純米吟醸 720ml

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。
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ミルキーでほのかに薫るバターと卵の風味

海の唄

「かまくらボーロ」をはじめとした
人気のお菓子を詰合せました。
〈鎌倉ニュージャーマン〉

鎌倉咲菓 27個入

1箱

湘南の海をイメージしたおてづくりもなか。いつでもつくりたての香ばし

湘南の海をイメージした柑橘とパイナップルが華やかに香る紅茶と、湘南

さを楽しんで頂けるテラスモール湘南店限定もなかです。

の空をイメージしたグレナディンと柑橘の香りのルイボスのセット。
〈ルピシア〉

〈鵠沼しみず〉

3,240円（税込）

湘南もなか-SHONAN-

●内容：かまくらボーロ×6個、
あじさいチョコレート
（ミルク）
×4個、パイ山桜×5個、
手毬花
（プレーン×8個、
ショコラ×2個、
ラムレーズン×2個）
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 その他（大豆、
オレンジ）
※販売期間：販売中〜12/19
（日）

マジックアワー

1箱

湘南限定茶2缶セット
（BOX入）

1,080円（税込）

1箱

●内容：おてづくりもなか×6個、北海道産つぶ餡×3個、
白餡×3個
●お日持ち期間：製造から約90日間
※11/30
（火）
まで全国一律550円
（税込）※クール便、
一部離島を除く

2,400円（税込）

●内容：海の唄50gデザイン缶入（紅茶）×1缶、
マジックアワー50gデザイン缶入
（ルイボス）×1缶
●お日持ち期間：製造から約730日間

テラスモール湘南限定

テラスモール湘南限定

テラスモール湘南限定の
えぼし岩の焼印三笠山と
カステラに、人気のかす
当店人気No.1のギフトです。地元湘南の

てら巻と冬季限定の懐中

お店から大切な方への贈り物にお使いく

しるこを詰合せました。

ださい。

〈横濱文明堂〉

湘南バラエティセットW

〈パティガーデン〉

フィナンシェギフト10個入

1箱

1,836円（税込）

●内容：フィナンシェ
（プレーン×2個、
チョコ×2個、
コーヒー×2個、
紅茶×2個、
抹茶×2個）
●お日持ち期間：販売から約30日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

鎌倉まめや定番の味8種が食べやすい一口パックになって入っています。
湘南スイーツセレクション
〈鎌倉まめや〉

テラスモール湘南限定

かせたフィナンシェとショコラ・カロを詰合せた人気のギフトです。

2,700円（税込）

●内容：8種類（みそ落花生、
ソフト塩豆、
ミックスあられ、小梅豆、
ミックス木の実、マヨネーズ、
そら豆カレー、抹茶ぴー）
80〜90個入り
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、落花生、
えび
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2,960円（税込）

マドレーヌやダクワースなど伝統的なフランス菓子と、和素材の風味を効

一口パック 豆いろいろ缶入り
1缶

1箱

●内容：オリジナルカステラ×1個、焼印入三笠山×3個、かすてら巻×6個、
懐中しるこ×4個
●お日持ち期間：販売からカステラ約10日間、かすてら巻・三笠山約20日間、懐中しるこ約180日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜2022年3月末（予定）

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。

湘南スイーツセレクション
〈ラ・マーレ・ド・チャヤ〉

焼菓子詰合せ15個入
1箱

3,240円（税込）

●内容：マドレーヌ・シトロン×2個、
ダクワーズ×1個、
フロラ
ンタン×1個、
ショコラ・プルーン×1個、
メープルマロン×1
個、白味噌フリアン×3個、抹茶フリアン×3個、葉山のショ
コラカロ×3個
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

人気のレーズンウィッチと新商品のレーズンウィッチコーヒーの詰合せ。2種類の味が楽しめる欲張りなセットです。
〈鎌倉小川軒〉

レーズンウィッチアソート 20個入

1箱

3,110円（税込）

●内容：レーズンウィッチ×10個、
レーズンウィッチコーヒー×10個
●お日持ち期間：販売から約7日間 ●特定原材料：卵、乳、小麦
※11/12
（金）
〜12/25
（土）
までの期間中、配送先1件につき2,000円
（税込）
以上で、全国送料一律600円
（税込）
（クール代無料）

冷蔵

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。
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テラスモール湘南

冬のスイーツ
コレクション

バラエティー豊かなチョコレートに、チョコレートを楽しむミルフィーユ
やクルミ入りチョコレートブラウニー、風味豊かなマロングラッセなど、
多彩なおいしさが揃っています。

話題のミルフィーユやチョコレート、人気のスイーツなどバラ

〈メリーチョコレート〉

ロクメイカンの冬の多彩なアイテムを詰め合わせたお菓子をお届けい
たします。

エティ豊かに詰め込みました。

エレガントギフト

楽しいティータイムに花をそえて。

●内容：ファンシーチョコレート×40個、マロングラッセ×5個、
ミルフィーユ×9個、
プレーンチョコ
レート×16枚、
チョコレートブラウニー×5個
●お日持ち期間：製造から約120日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※数量限定のため、
なくなり次第終了
※11/1
（月）
〜12/31（金）
の期間限定、全国送料無料 ※クール便・沖縄などの一部離島を除く

1箱

5,400円（税込）

送料無料

フルーツやコーヒーの味わいとサクサクパイの食感を楽しむミルフィーユ。

シロップがじゅわっと広がるマドレーヌと、なめらかなチョコレートをコー

口溶けの良いなめらかなチョコレートでコーティングしました。

ティングしたミルフィーユのラ・メゾン人気焼菓子詰め合わせです。

〈ロクメイカン〉

〈ロクメイカン〉

ウインターコレクション 47個入

1箱

3,240円（税込）

恵みのしずく 70個入

ミルフィーユショコラ12個入

1箱

2,380円（税込）

ラ・メゾン アソートM

3,240円（税込）

●内容：コーヒー＆キャラメルチョコレート、紅茶＆ミルクチョコレート、
レモン＆ホワイトチョコ
レート、
ブルーベリー＆ビターチョコレート、
オレンジ＆ビターチョコレート、
ストロベリー＆ストロ
ベリーチョコレート×各2個
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：乳、小麦
※販売期間：販売中〜2022年3月末（予定）

●内容：しっとりマドレーヌココン
（イタリアマロン、ベルギーチョコレート、
ロイヤルミルクティー）×
各2個、
ミルフィーユショコラ
（いちご、
レモン、
オレンジ）×各2個、
ミルフィーユショコラ
（紅茶、
コー
ヒー、
ブルーベリー）×各1個
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜2022年3月末
（予定）

フランセの人気商品を詰め合わせた季節限定商品です。

個性の異なる4つのミルフィユを桐箱に詰合せました。
大切な方への贈り物や手土産にもおすすめです。

〈フランセ〉

フランセ ベストセレクション（35個入）

1箱

5,400円（税込）

●内容：フランセビスキュイ
（ストロベリー＆カマンベール×10枚）、果実をたのしむミルフィユ（い
ちご×5個、れもん×5個、
ピスタチオ×5個、
ジャンドゥーヤ×5個）
、
レモンケーキ×5個
●お日持ち期間（約）
：製造から70日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※12/25
（土）
までの期間限定、全国（沖縄他一部地域を除く）
送料無料

送料無料

〈フランセ〉

果実をたのしむミルフィユ果実をたのしむ詰合せ（32個入）
1箱

5,831円（税込）

●内容：果実をたのしむミルフィユ
（いちご×8個、
れもん×8個、
ピスタチオ×8個、
ジャンドゥーヤ×8個）桐箱入り
●お日持ち期間：製造から約80日間
●特定原材料：乳、小麦
※12/25
（土）
までの期間限定、全国（沖縄他一部地域を除く）送料無料

送料無料
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1箱

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。

1箱

3,240円（税込）

●内容：恵みのしずく×28個、
ローズパレット3種×2個、
リーフパイ
（プレーン×3枚、ホワイト×3枚、
ミルク×3枚）
、
フィナンシェ
（プレーン×2個、
チョコレート×2個）
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜12/31（金）

●内容：恵みのしずく12種×合計70個入
●お日持ち期間：製造から約180日間

人気のナッツのタルトレットシリーズを26個組み合わせたアソートの

人気のタルトレットシリーズ、3種のフィナンシェ、ミルキーラングを詰

セットです。

め合わせました。

〈フロ プレステージュ〉
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

彩り美しく果実の豊潤な味わいをぎゅっと包み込んだ恵みのしずく。
「GRACE DEW」コラーゲン。食物繊維入りです。

〈フロ プレステージュ〉

4種のタルトレットギフト（Lボックス）

1箱

3,240円（税込）

ガトーアソート
（Lボックス）

1箱

5,400円（税込）

●内容：ナッツのタルトレット
（アーモンドキャラメル×7個、
プレーン×7個、はちみつオレンジ×6
個、
アーモンドショコラ×6個）
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 その他（大豆、
くるみ、
カシューナッツ、
アーモンド）
※はちみつ使用、
1歳未満の乳児には食べさせないでください。
※数量限定のため、
なくなり次第終了

●内容：ナッツのタルトレット
（プレーン×5個、はちみつオレンジ×5個、
アーモンドショコラ×5個）、
タルトレットアーモンドキャラメル×5個、
フィナンシェ
（プレーン×8個、
ショコラ×4個、
ノワゼット
×4個）
、
ミルキーラング×6個
●お日持ち期間：製造から約45日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 その他（大豆、
くるみ、
カシューナッツ、
アーモンド）
※はちみつ使用、
1歳未満の乳児には食べさせないでください。
※数量限定のため、
なくなり次第終了

人気の素材にこだわったマドレーヌをはじめ、1箱でいろいろな焼菓子

多彩なおいしさ！ひと口サイズのクッキー&パイを彩りよく詰め合わせ

を楽しめるバリエーションが魅力です。

ました。それはまるで、
お気に入りを集めた”宝箱”のよう。

〈銀座コージーコーナー〉

ギフトアソート（33個入）

〈銀座コージーコーナー〉
1箱

3,240円（税込）

小さな宝もの（40個入）

●内容：マドレーヌ
（バター×3個、いちご×3個、抹茶×3個）、
クッキー（バター×3個、チョコチップ
×3個）、バトンマカダミア×4個、
フィナンシェ×2個、ハニーマドレーヌ×2個、マドレーヌ オ ショ
コラ×2個、
ショコラサブレ×4個、焼きショコラ
（ミルクアーモンド×2個、いちご×2個）
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 その他（大豆、
アーモンド）
※販売期間：販売中〜12月下旬（予定）

1箱

2,160円（税込）

●内容：クッキー
（フランボワーズ×6個、
チェック×6個、
シナモン×6個、
ピスターチ×6個、バター×
4個、
チョコチップ×4個）、バトンマカダミア×8個
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 その他（大豆、
アーモンド）

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。
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テラスモール湘南

冬の和菓子
コレクション
国産栗を使用した「栗しぐれ」、きざみ栗とくるみ入りのこし餡をパイ生

老舗の逸品や、定番の和菓子、焼き菓子、冬季限定品が

地で包んだ「栗ごろも」、三層の浮島に国産の丹波黒をとじ込めた「華

ギフトになりました。
もなか、
どら焼き、
カステラ、餅菓子など

ときわ」
、栗と小餅をからめた「あん乃餅栗きんとん」
の詰合せです。

の和スイーツを大切な人へ贈ります。

1箱

5,400円（税込）

●内容：栗しぐれ×8個、栗ごろも×4個、華ときわ×4個、
あん乃餅栗きんとん×4個
●お日持ち期間：製造から約30日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜12/20(月) ※全国送料一律500円
（税込）

手づくり最中を詰め合わせ専用の風呂敷でお包みいたしました。
〈京都・宇治式部郷〉

源氏十二単

1箱

三盆糖を加えてコクとしとりのある仕上がりとしております。

〈横濱文明堂〉

〈横濱文明堂〉

極上金かすてら・三笠山詰合

1箱

3,910円（税込）

極上金かすてら
（P）2号 2本紙箱入

気菓子「ショコラあられ恋ひ舟」の5種を詰め合わせた冬季限定商品です。

風花つづり

1箱

3,240円（税込）

●内容：さくら紅葉×3袋、源氏歌あわせ×6袋、花うららけし×3袋、
月まどか×14袋、梅醤油あられ
×1袋、
花びらアーモンドおかき×1袋、
ショコラあられ恋ひ舟×5袋、手づくりかがみ最中×3個
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、落花生、
えび、かに
※数量限定のため、
なくなり次第終了
※11/19(金)〜12/25(土)の期間中3,240円(税込)以上で一部地域のみ送料無料（12/30（木）到着分まで）

●内容：源氏歌あわせ×8袋、
さくら紅葉×4袋、花うららけし×2袋、
月まどか×5袋、恋ひ舟×12袋
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、小麦、
えび
※数量限定のため、
なくなり次第終了
※11/19(金)〜12/25(土)の期間中3,240円(税込)以上で一部地域のみ送料無料（12/30（木）到着分まで）

人気の
「クルミッ子」と「あじさい」
の詰合せです。

人気の「クルミッ子」をはじめ、上品な美味しさの焼菓子3種の詰合せです。

●内容：極上金かすてら
（P）2号×2本
●お日持ち期間：販売から約14日間
●特定原材料：卵、小麦

七つの縁起物を形どったおてづくりもなかの

七つの縁起物を形どったおてづくりもなか、

桐箱入りギフト商品。いつでもつくりたての香

お祝いのお席に彩を添える一品です。

ばしさを楽しんで頂けるもなかです。

詰合せ 05

〈鎌倉紅谷〉
1箱

2,808円（税込）

●内容：クルミッ子×10個、
あじさい×8枚
●お日持ち期間：製造から約70日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※各日 数量限定のため、
なくなり次第終了となります。
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5,940円（税込）

〈鵠沼しみず〉

賑 -NIGIWAI-

〈鵠沼しみず〉

幸 -HAPPY-

1箱

3,240円（税込）

●内容：おてづくりもなか×10個、北海道産つぶ餡×5個、
白餡×5個
●お日持ち期間：製造から約90日間

詰合せ 03

1箱

2,160円（税込）

どら焼

8個詰合せ

5,400円（税込）

求肥で餡を包み込んだとても柔らかい和菓子です。
〈曽我乃正栄堂〉

五郎力餅 8個入

〈浅草梅園〉

●内容：クルミッ子×6個、
あじさい×4枚、鎌倉だより×6枚
●お日持ち期間：製造から約70日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※各日 数量限定のため、
なくなり次第終了となります。

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。

焼を詰め合わせました。

1箱

●内容：おてづくりもなか×15個、北海道産粒餡×8袋、
白餡×7袋
●お日持ち期間：製造から約90日間

大判の生地でそれぞれ「つぶ餡」
「栗きんとん餡」をはさんだ自慢のどら

〈鎌倉紅谷〉

1箱

●内容：極上金かすてら(P)2号×1本、三笠山×5個
●お日持ち期間：販売からかすてら約14日間、三笠山約20日間
●特定原材料：卵、小麦

「源氏歌あわせ」
「さくら紅葉」
「月まどか」
「花うららけし」と冬季限定の人

〈京都・宇治式部郷〉

4,320円（税込）

特約養鶏場より直送される新鮮な卵黄を増した配分とし、砂糖には和

北海道産小豆を用いた特製つぶし餡の三笠山の詰合せです。

〈菓匠 清閑院〉

栗しぐれ詰合せ

人気商品に冬季限定「ショコラあられ恋ひ舟」や限定のあられやおかき、

通常の約2倍の卵黄を使用し和三盆糖を用いた極上金かすてらと、

1箱

2,279円（税込）

●内容：どら焼つぶ餡×4個、
栗きんとんどら焼×4個
●お日持ち期間：製造から約12日間
●特定原材料：卵、小麦
※数量限定のため、各日なくなり次第終了

1箱

1,501円（税込）

●内容：五郎力餅 こしあん×4個、
白あん×4個
●お日持ち期間：製造から約14日間

冷蔵

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。
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テラスモール湘南

冬のベストセラー
コレクション

人気のレーズンウィッチとたっぷりな生チョコレートを焼き
込んだ食べ応え抜群なパウンドケーキの詰合せです。
〈鎌倉小川軒〉

治一郎の看板商品のバウムクーヘンと、パ

有名ブランドの人気商品が、
うれしいセレクトギフトになりま

レーズンウィッチ＆ケーク・オ・ショコラ

ンを知り尽くした職人がラスク専用に焼き

1箱

した。各店自慢のスイーツが楽しめる贈りモノは、
お客様に

上げた色鮮やかなラスクの詰合せです。

美味しい笑顔を届けます。

〈治一郎〉

治一郎ラスクセット

1箱

3,240円（税込）

●内容：バウムクーヘン
（高さ約8cm）
×1個、
ラスク14枚（バター×5枚、
ピスタチオ×4枚、
ラズベリー×5枚）
●お日持ち期間：販売から約10日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

定番の2種類の味と季節限定の味、
お好きな3本を選べる
嬉しいギフトです。

バウム3本入

〈和菓子 菜の花〉
1箱

2,170円（税込）

コーヒーとお菓子のセット

●内容：バウムクーヘンカットサイズを3本好きな味を入れられるセット
●お日持ち期間：製造から約30日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 その他（大豆）

3,550円（税込）

色鮮やかでしっとりとしたカステラとお米の香りが香ばしい米菓子の

トです。

詰合せです。

湘南スイーツセレクション〈霧笛楼〉

湘南スイーツセレクション〈日影茶屋〉
1箱

3,348円（税込）

●内容：横濱煉瓦×2個、横濱白煉瓦×2個、横濱仏蘭西瓦×4枚、霧笛楼プリン×2個、
マロンデセール×2個
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
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1箱

●内容：ドリップコーヒー5入×1個、
月のうさぎ、
月の黒うさぎ×各2個、
バウムクーヘンカットサイズ×2本、栗パイ×2個
●お日持ち期間：製造から約6日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 その他（大豆）
※季節バウムに変更する場合は値段の変動があります。
※バウムクーヘンは店頭に並んでいる味の中から選べます。 テラスモール湘南限定

横浜元町 霧笛楼の人気洋菓子とムース12点を詰め合わせたギフトセッ

霧笛楼ギフトセット MKG-BA

冷蔵

看板商品の栗をまるごとひとつ使用したお菓子3種類と日持ちの長い
バウムクーヘンにドリップコーヒーを添えたセット商品です。

〈和菓子 菜の花〉

4,620円（税込）

●内容：レーズンウィッチ×16個、
ケーク・オ・ショコラ×1本
●お日持ち期間：販売からレーズンウィッチ約7日間、
ケーク・オ・ショコラ約21日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜なくなり次第終了
※11/12（金）〜12/25（土）
までの期間中、配送先1件につき2,000円（税込）以上で、
全国送料一律600円
（税込）
（クール代無料）

らんとう・おかき詰合せ5個入

1箱

3,024円（税込）

●内容：らんとう×1個、おかき
（黒大豆、おぼろ、焼き海苔、里おかき×各1個）
●お日持ち期間：製造から約45日間
●特定原材料：卵、小麦

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

サクッと軽い食感のクッキーと、ゴールドコレクションのチョコレート

ゴディバ初のトリュフが誕生してから70年あまり。移り行く時の流れの

を詰め合わせました。ゴディバの豊富なバラエティを贅沢にひと箱で楽

中、歴代のシェフが守り続けたこだわりのレシピで作った今なお引き

しめます。

継がれるトリュフの傑作を6種詰め合わせました。

〈GODIVA〉

〈GODIVA〉

クッキー＆チョコレート アソートメント

1箱

3,240円（税込）

レジェンデール トリュフ 6粒入

1箱

2,700円（税込）

●内容：クッキー×8枚、
チョコレート×13粒
●お日持ち期間：製造から150日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 その他（大豆）

●内容：チョコレート×6粒
●特定原材料：乳、小麦 その他（大豆）
●お日持ち期間：製造から210日間

ルピシアの厳選したお茶をリーフティーとティーバッグにして詰め合わ

世界各地、さまざまな国や地域の「ありがとう」の言葉と共に、50種類

せました。目上の方や大切な方への贈りものにおすすめです。

のお茶のティーバッグを詰め合わせました。

〈ルピシア〉

日本茶・紅茶詰合せ「福」

〈ルピシア〉
1箱

4,200円（税込）

●内容：日本茶2種（50g×1、40g×1）、紅茶（2.5gティーバッグ5種×各2個）
●お日持ち期間：製造から約365日間
※数量限定のため、
なくなり次第終了

ブック オブ ティー・メルシー ミルフォワ

1箱

5,400円（税込）

●内容：ティーバッグ
（1.8〜3g）×50種、
ルピシア オリジナルトレイ×1
●お日持ち期間：製造から約365日間
※数量限定のため、
なくなり次第終了

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。

10

GREAT FOR WINTER GIFT

湘南マルシェ

GREAT FOR WINTER GIFT

おすすめデリカギフト

食のセレクトショップ

おすすめ冬ギフト

「昔ながらのシウマイ」や、プリッとした食感の「えびシウマ
イ」など5種のシウマイ食べ比べが楽しめるセットです。

横浜名物シウマイと本格中華惣菜3種をお楽し

横浜名物シウマイと、シウマイを本格ソースで

みいただけるセットです。

煮込んだ横濱かりぃのセットです。

〈崎陽軒〉

おいしさ長もちシウマイ5種6箱詰合せ
1箱

〈崎陽軒〉

〈崎陽軒〉

シウマイ・惣菜詰合せ

4,300円（税込）

●内容：おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ12個入（6個入×２）
×2、おいしさ長もち 特製シウマイ6個入×1、おいしさ長もち 黒
豚シウマイ6個入×1、おいしさ長もち えびシウマイ6個入×1、
おいしさ長もち かにシウマイ6個入×1
●お日持ち期間：出荷日を含め10日間
●特定原材料：小麦、
えび、かに
※発送限定

1箱

4,300円（税込）

●内容：真空パックシウマイ 15個入×3、牛肉角煮（1人前）×1、
ふかひれスープ（1人前）×1、豚むし肉（1人前）×1
●お日持ち期間：製造から約5か月間
●特定原材料：卵、小麦、かに
※発送限定

シウマイとカレー横濱セット
1箱

3,450円（税込）

1枚ずつパックになったカセットコーヒー。フィ

手摘みのぶどうのみを使用、上質な泡とワイン

人気の2種類セット。ギフトの他にも自宅やお

ルターやサーバーいらずで手軽にお楽しみい

の厚みを得るため、規定の熟成期間よりさらに

勤め先でお手軽にお楽しみいただけます。

ただけます。

長い瓶内熟成を経て造られた自信の逸品です。

〈カルディコーヒーファーム〉

〈カルディコーヒーファーム〉

〈カルディコーヒーファーム〉

●内容：真空パックシウマイ 15個入×3、横濱かりぃ
（1人前）×3
●お日持ち期間：製造から約5か月間
●特定原材料：小麦
※発送限定

ドリップコーヒーギフト 10P
●内容：ブルーマウンテンブレンド×5パック、
プレミアムモカブレ
ンド×5パック
●お日持ち期間：製造から約365日間

●内容：ブルーマウンテンブレンド×5パック、
ツッカーノブルボン
×5パック、
プレミアムブレンド×5パック、
プレミアムモカブレン
ド×5パック
●お日持ち期間：製造から約365日間

●内容：スペイン ペレ ベントゥーラ カバ・トレゾール ロゼ ブリュッ
ト750ml×1本、
スペイン ペレ ベントゥーラ カバ・トレゾール ブ
リュット レセルバ750ml×1本

梅の花通販カタログ人気No. 1のセットです。

すぐに使えて便利な商品をつめあわせ、手軽に

久世福人気商品と看板商品「万能だし」の入っ

人気万能だし、あんバターなど使っていただき

梅の花の人気商品が沢山詰まったお得なセット

〈梅の花〉

美味しいご飯が作れるギフトです。

た贅沢なギフトです。

です。

ちょっとずつセット

冷蔵

1箱

1,500円（税込）

ドリップコーヒーギフト 20P
1箱

3,000円（税込）

スパークリングワイン2本セット
1箱

4,473円（税込）

梅の花人気のしゅうまいとハンバーグが入った
送料込みのお得なギフトです。
〈梅の花〉

おふたりさま

1箱

4,900円（税込）

●内容：とうふしゅうまい5個入×1パック、
カニしゅうまい5個入×1
パック、茶碗蒸し
（140g）×2個、生麩（110g）、木の芽みそ
（20g）、
柚子みそ（20g）、豆腐ハンバーグ（130g）×2個、久留米ソース
（30g）
×2個
●お日持ち期間：販売から約40日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、
えび、
かに
※発送限定
※注文より7日後までに発送とさせていただきます。詳しくは店頭に
てご確認ください。
※のしをお付けすることも可能です。
※パッケージ・ラベルは変更になる場合もございます。

送料無料

冷凍

〈梅の花〉

梅の花逸品セット 桃

1箱

4,000円（税込）

●内容：とうふしゅうまい5個入×1パック、
カニしゅうまい5個入×1
パック、湯葉グラタン×2個、豆腐ハンバーグ（130g）×2個、湯葉
揚げハーフ×1本
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、
えび、かに

冷凍

テラスモール湘南限定

1箱

3,950円（税込）

●内容：とうふしゅうまい5個入×1パック、
カニしゅうまい5個入×1
パック、湯葉揚げ（90g）×1本、生麩（110g）×1パック、黒胡麻豆
腐（100g）×1パック、嶺岡豆腐（100g）×1パック、木の芽みそ
（20g）
×1、
柚子みそ
（20g）×1
●お日持ち期間：製造・販売から約5日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、
えび、かに
※発送限定
※のしをお付けすることも可能です。
※パッケージ・ラベルは変更になる場合もございます。

送料無料

冷蔵

〈久世福商店〉

おうちごはんギフト

〈久世福商店〉
1箱

3,400円（税込）

こだわり食卓

やすい商品を詰め合わせました。
〈久世福商店〉

1箱

4,500円（税込）

彩りギフト

1箱

2,500円（税込）

●内容：風味豊かな万能だし5包×１袋、鶏と根菜の黒酢あんのた
れ100g×１袋、大人のしゃけしゃけめんたい80g ×１瓶、混ぜ
ご飯の素４種のきのこ140g ×１瓶、梅なめ茸130g×１瓶、海
苔バター145g×１瓶、毎日だしのお味噌汁（国産ほうれん草と
信州味噌×1袋、
国産あおさと備州白味噌×１袋）
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定お原材料：乳、小麦
※販売期間：販売中〜なくなり次第終了
※限定数：期間中300箱限定

●内容：生粋のあごだし5包×１袋、風味豊かな万能だし5包×１
袋、
あおさ海苔佃煮145g×１瓶、かつおなめ茸130g×１瓶、九
条ねぎ味噌140g×１瓶、いぶりがっこタルタル１６０g×１瓶、
和ジャム安納芋１２５g×１瓶、
あんバター125g×１瓶
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定お原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜なくなり次第終了
※限定数：期間中66箱限定

●内容：風味豊かな万能だし5包×１袋、九条ねぎ味噌140g×１
瓶、
こめ油を使ったドレッシングごま115ml×1瓶、あんバター
125g×１瓶、お吸い物最中たまご8g×1個、お吸い物最中たま
ご（紅）8g×1個
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定お原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜なくなり次第終了
※限定数：期間中540箱限定

鮭の西京焼は上品な
味噌の甘み、脂ののっ
た腹身は格別、鯖の味
噌煮中までしっとりし
良質で新鮮なしらすを丁寧に一枚一枚天日で

み込 んだ 味噌の豊 か

丸越の人気商品を少量個包装しており旬の味

有機栽培デュラム小麦から作られたパスタ3種、有

木次乳業イチオシのチーズ4種の詰合せ。

岩手県八幡平の地熱を利用した循環型オーガ

干した逸品。おつまみや料理に最適です。お子

な風味です。

をお楽しみいただけます。

機栽培トマトから作られたソース2種のセットです。

お酒のお供にも！

ニックビールです。

様にも安心の健康保存食です。
〈ちがさき濱田屋〉

たたみいわし詰合せ

1箱

3,402円（税込）

●内容：たたみいわし
（8枚入）×2パック、
手焼きしらすのり
（6枚入）×1パック
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：小麦

〈ちがさき濱田屋〉

鮭の西京焼・鯖の味噌煮詰合せ
1箱

5,300円（税込）

●内容：鮭の西京焼×5本、鯖の味噌煮×5本
●持ち期間：製造から約10日間
●特定原材料：小麦
※販売期間：販売中〜12/20
（月）
※予約限定・お渡し日の5日前正午までにご注文ください。

冷蔵
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※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

〈お漬物の丸越〉

冬の浅漬物語

1箱

5,184円（税込）

●内容：羅臼昆布白菜塩分25％OFF×200g、
てるてる小かぶの醤
油漬×1パック、
こぼれ海鮮 海王キムチ×200g、べったら漬×1
パック、京都西京味噌くりぃむちーず×1個、
ごぼうとナッツの胡
麻味噌漬×70g
●お日持ち期間：製造から約10日間
●特定原材料：乳、小麦、
えび
※送料込み

送料無料

冷蔵

〈こだわりや〉

有機パスタ＆ソースセット
1箱

3,240円（税込）

●内容：デュラム小麦有機（スパゲティ500g×2袋、ペンネ250g×1
袋、
ファルファッレ250g×1袋）、有機パスタソース
（トマト＆バジ
ル300g×1瓶、
アラビアータ300g×1瓶）
●お日持ち期間：製造から約1080日間
●特定原材料：小麦

〈こだわりや〉

〈こだわりや〉

ナチュラルチーズ デラックスセット
1箱

5,600円（税込）

● 内 容：イズ モラル ージュ1 8 0 g × 1 個 、プロボローネ チーズ
380g×1個、
カマンベールチーズ120g×1個、黒胡椒ゴーダチー
ズ180g×1個
●お日持ち期間：製造から約35日間 ●特定原材料：乳
※送料込み

冷蔵

オーガニックビール ドラゴンアイ アソート
1箱

4,653円（税込）

●内容：スカイ：オーガニックピルスナー、スノー：オーガニック
ペールエール、サン：オーガニックゴールデンエール、マグマ：
オーガニックIPL、350ml×各2本
●お日持ち期間：製造から約270日間
※一部地域送料込み
（送料込み対象外エリア：四国・九州・沖縄はプラス550円
（税込））

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。
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GREAT FOR WINTER GIFT

生鮮・グロサリーギフト

たかぎ厳選の和牛は、日本各地域のA4等級〜A5

神奈川県の銘柄豚「やまゆりポーク」のロース

等級の雌牛だけをバイヤーが厳選しています。

を味噌に漬けこみました。

〈タカギフーズ〉

しいの食品の人気商品3種類を詰め合わせた
ギフトセットです。

な塩加減で味付けしました。

〈魚の山金〉

〈魚の山金〉

しいの食品 小田原珍味松五郎3本セット
1箱

3,240円（税込）

漬け込んだ人気の詰合せです。
〈浜作〉

5,400円（税込）

●内容：甘塩タラコ450g入
●お日持ち期間：販売から約7日間
※販売期間：販売中〜12/20
（月）

冷凍

冷凍

の商品を選び詰合せました。

10,000円（税込）

●内容：和牛すき焼き用 肩 600g
●お日持ち期間：製造から約4日間
※発送限定 ※販売期間：販売中〜12/25（土）

冷蔵

神奈川県産やまゆりポーク味噌漬け
1箱

4,800円（税込）

●内容：やまゆりポークロース肉味噌漬け100g×8枚
●お日持ち期間：製造から約4日間
●特定原材料：小麦
※販売期間：販売中〜12/25（土）

冷蔵

とろとろ煮豚2本セット
1箱

4,500円（税込）

●内容：肩ロース 煮豚 2本（1kg）
●お日持ち期間：店舗にてご確認ください。
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜12/25（土）

冷凍

●内容：辛子明太子450g入
●お日持ち期間：販売から約7日間
※販売期間：販売中〜12/20
（月）

冷凍

る味わいなどの違いをお楽しみいただけます。
〈しらす問屋 とびっちょ〉

しらす4種セット

6,264円（税込）

1箱

2,800円（税込）

冷凍

テラスモール湘南限定

人気の釜揚げしらすと鮮度にこだわった生し
らすをセットにしました。

生しらす釜揚げしらすセット
1箱

乗った金目鯛を特製の味噌で漬け込みました。

2,800円（税込）

●内容：冷凍生しらす（100g）×2個、冷凍釜揚げしらす（120g）×2
個
●お日持ち期間：お届けから約5日間
●特定原材料：えび、かに
※しらすはエビ・かにが混ざる漁法で採取しています。
※発送限定

冷凍

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

ご購入の時に、一番おすすめ出来るりんごを選

まるでみかんを食べているかのような味わい

びギフトにいたします。

の、濃厚なのに後味すっきりな、ストレートみか

〈澤光青果〉

旬のりんご詰め合わせギフト
1箱

伊豆中 金目鯛 みそ漬
1箱

●内容：キンキ×1枚、金目鯛×1枚、ホッケ×1枚、鯖×1枚、
秋刀魚×2枚、
真あじ×3枚
●お日持ち期間：販売から約60日間
※送料無料は関東及び一部地域、詳しくは店頭にてご確認ください。

〈しらす問屋 とびっちょ〉

●内容：冷凍釜揚げしらす（120g）×1個、冷凍生しらす（100g）×1
個、
しらす生姜
（130g）×1個、
ちりめんじゃこ
（50g）×1個
●お日持ち期間：お届けから約14日間
●特定原材料：小麦、
えび、かに
※しらすはエビ・かにが混ざる漁法で採取しています。
※発送限定

金目鯛の脂の乗りにこだわって探した、脂の

〈浜作〉

テラスモール湘南干物セット

送料無料

４種のしらすを食べ比べ！食感や口の中で広が
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1箱

4,860円（税込）

送料無料

浜作が厳選した干物、テラスモール湘南で人気

1箱

●内容：さば西京漬×2切、銀だら西京漬×2切、めかじき西京漬×
2切、
とろ鮭西京漬×3切
●お日持ち期間：販売から冷凍で約60日間
※送料無料は関東及び一部地域、詳しくは店頭にてご確認ください。

冷凍

まるきた水産 辛子明太子
（あごおとし）
1箱

〈浜作〉

自家製西京味噌漬詰合せ C

送料無料

を信条とし、誠実に、心を込めてつくりました 。

たかぎ厳選和牛 肩肉 すき焼き

に仕上げた煮豚です。
〈タカギフーズ〉

冷蔵

浜作が作った自慢の自家製西京味噌に丹念に

1箱

4,860円（税込）

送料無料

あごおとしは、
「 潔さ」
「心意気」
「ひたむきさ」

〈魚の山金〉

まるきた水産 甘塩たらこ
1箱

●内容：かつお酒盗（130g）、
まぐろ酒盗（130g）、
かつお塩辛
（130g）
●お日持ち期間：製造から約3ヶ月
（商品により異なります）
※開封後は冷蔵庫に保管し、
お早めにお召し上がりください。
※販売期間：販売中〜12/20（月）

送料無料

鮮度の高い完熟期のすけとうだらの卵を絶妙

〈タカギフーズ〉

豚肩ロースをじっくり煮込んでとろとろの食感

3,024円（税込）

●内容：りんご6個入
※旬のりんごを選びますので品種が変わる場合があります。
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。

5,400円（税込）

カゴ盛りセット

〈澤光青果〉

早和果樹園 和歌山県産
飲むみかん10本ギフト
1箱

盛りをおつくりいたします。
〈澤光青果〉

お送りする時期により旬の果物内容が変わります。
※店頭にてご相談ください。
※画像は一例です。

2,700円（税込）

●内容：飲むみかん180ml×10本
●お日持ち期間：製造日より約12ヶ月

●内容:金目鯛みそ漬×10切
●お日持ち期間：販売から冷凍で約90日間
※発送限定
※送料無料は関東及び一部地域、詳しくは店頭にてご確認ください。

送料無料

んジュースです。

お客様のご希望内容とご予算で旬の果物カゴ

冷凍

こだわりの極上釜揚げしらすは塩分を控えめに茹

有明産の海苔を巻寿司風に形作り、国産大豆

フレッシュな果実の味が活きています。ほどよい

クリームチーズをふんだんに使用し、レーズン

で上げ、無添加・無着色で、安心して食べられます。

を使った乾燥納豆とあられを詰めたおつまみ

甘さはパンに塗るだけでなく、ヨーグルトやホッ

とアーモンドを散りばめたベイクドタイプの

あられです。

トケーキとの相性も抜群です。

〈しらす問屋 とびっちょ〉

釜揚げしらすセット

1箱

2,500円（税込）

●内容：冷凍釜揚げしらす
（120g）×4個
●お日持ち期間：お届けから約5日間
●特定原材料：えび、かに
※しらすはエビ・かにが混ざる漁法で採取しています。
※発送限定

冷凍

〈成城石井〉

成城石井
手巻納豆 三種ミックスギフト
1箱

3,300円（税込）

●内容：手巻納豆プレーン、
手巻納豆紀州梅味、
手巻納豆チーズ味、
合計295g
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。
●特定原材料：乳、小麦
※早期割引：11/30（火）
までのご注文で5％OFF

成城石井
オリジナルジャムセット
1箱

チーズケーキです。
〈成城石井〉

〈成城石井〉

3,800円（税込）

●内容：ストロベリー、
ブルーベリー、
アプリコット、
オレンジマーマレード、
ラズベリー、各小瓶290g×5
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。
※早期割引：11/30（火）
までのご注文で5％OFF

成城石井自家製
プレミアムチーズケーキ3本セット
1箱

3,500円（税込）

●内容：プレミアムチーズケーキ×3本
●お日持ち期間：解凍後3日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

冷凍

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。
詳しくは各店へお問い合わせください。
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